
 

  

●ベビーカー置き場があります● 

 １階非常階段下に置いて頂けます。使用される際は、各自で盗難防止の為、ポール

やチェーンに鍵をつけてください。朝７時に開錠し夜１９時にチェーンで施錠いたし

ます。皆様で譲り合ってのご利用をお願いします。くれぐれも置き場スペースの外に

は置かないようにしてください。 

●自転車での送迎について● 
自転車で送迎される場合は当

ビル１階一時駐輪場をご利用く

ださい。但し送迎時間帯のみ  

(７時～９時・夕方～１９時)の利

用となります。また利用される保

護者の方に指定の利用カードを

お渡しします。駐輪場ご利用時に

必ず左ハンドルにぶら下げてく

ださい。退園・卒園される際は、

必ず保育園に返却くださいます

よう宜しくお願いします。 

また、交通量の多い道路に隣接

していますので、くれぐれも安全

には気を付けてご利用ください。 

わくわく保育園 令和４年４月１日発行 

ご入園・ご進級おめでとうございます！ 

１日（金） ならし保育①１１:００迎え 

２日（土） 入園式 

４日（月） ならし保育②１１:００迎え 

５日（火） ならし保育③１１:００迎え 

６日（水） ならし保育④１３:００迎え 

７日（木） ならし保育⑤１３:００迎え 

８日（金） ならし保育⑥１３:００迎え ※新入児のみ 

９日（土） ならし保育⑦１３:００迎え ※土曜日利用の新入児のみ 

１８日（月） 雑費配布（スポーツ振興センター） 

１９日（火） 身体測定 

２０日（水） 避難訓練 

２１日（木） デイビット先生と遊ぼう♪ 

２２日（金） 雑費〆切（スポーツ振興センター） 

２６日（火） ４月生まれの誕生会 

２８日（木） 五月人形見学・出席ブック預かり 

  街中も公園も桜色に染まり、心華やぐ春を迎えました。 

  いよいよ待ちに待った新年度がスタートです。４月から入園した子ども達と保護者の皆様は  

“保育園での生活”という大きな環境の変化に期待と不安で胸がいっぱいなことと思います。進級

の子ども達も１つ大きくなったことに期待を膨らませつつも新しい環境への緊張もあることで  

しょう。そんな子ども達一人ひとりの思いを受け止め、１日でも早く新しい環境に慣れ、安全安心

に楽しい園生活が送れるように職員一同力を合わせて保育して参ります。保護者の皆様とも手を 

取り合い共に子ども達の成長を喜び見守っていけたらと思いますので、些細なことであっても、  

嬉しい出来事や困っていること等何でもお気軽にご相談ください。 

  一年間どうぞよろしくお願いいたします。 

 



  

《クラスと目標》 
 

あひる組 

ひつじ組 

くま組 

あひる組(0 歳)  名札・・・黄色 

年間目標…保育園を好きになって、先生と仲良く

なりましょう♪ 

４月の目標…笑顔で保育園に登園しましょう！ 

 

園内配置図 

３階保育室 ２階保育室 

 

給食室 

くま組 

事務兼医務室 

あひる組 

ひつじ組  

 

出 入 口 

ひつじ組(1 歳)  名札・・・水色 

年間目標…先生やお友達と仲良くなって、沢山

遊びましょう♪ 

４月の目標…笑顔で保育園に登園しましょう！ 

くま組(2歳)   名札・・・橙色 

年間目標…自分のことは自分で出来るように

なりましょう♪ 

４月の目標…お友達、先生と仲良く遊びま 

しょう！ 
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《４月の歌》 

♪ちゅーりっぷ 

♪こいのぼり 

《４月のリトミック》 

♪パンパンパン 



 

  

理事長    学園長      副理事長     園 長    主任保育士     事 務 

やまもと  てつひこ やまもと  ちかこ  やまもと  あつひと    かうち  まりこ    いまにし  ゆみ   はやさか  かつのり 

山本 徹彦   山本 千賀子    山本 淳仁   賀内 麻理子   今西 裕美    早坂 勝紀 

 

あひる組(０歳児) 

☆田川
た が わ

 星佳
せ い か

 

☆田川
た が わ

 ことみ 

☆小松
こ ま つ

 祐子
ゆ う こ

 

☆今西…保育が落ち着く 

まで補助として入ります 

 

ひつじ組(１歳児) 

☆杉原
すぎはら

 美和
み わ

 

☆山本
やまもと

 愛
あい

 

くま組(２歳児) 

☆菅
すが

 樹里
じ ゅ り

 

☆松岡
まつおか

 彩乃
あ や の

 

☆松原
まつばら

 雅美
ま さ み

 

 

全体補助 

☆中島
なかじま

 一美
ひ と み

  ☆山本
やまもと

 朋
とも

美
み

   

☆井上
いのうえ

 良子
りょうこ

 ☆保育補助：武田
た け だ

 有紀
ゆ き

 

 

給食調理員４名 

職員紹介 

●ＨＰについて● 
4 月１日(木)より、ＨＰの「保育の様子」「動画」のページの閲覧にパスワード入力が

必要になります。パスワードは『     』（    )となります。保育園関係者のみ

にお伝えしておりますので、パスワードの取り扱いにご注意ください。 

今年度も子どもの保育園での楽しそうな様子を掲載していきます！行事はもちろんの

こと、日々の子どもの様子も写真と共にお伝えしますので、是非ご覧ください。ご家族

皆様でお子様の保育園での普段の様子を知っていただけたら幸いです。 

英語教諭 

リュウ・デイビット 



 

 

  

●給食・アレルギーについて● 

 献立表は、２７日前後に園だよりと一緒にお渡しします。その際、献立で除去希望、もしく

は生後一度も口にした事のないものがあれば、赤ペンで材料に『×』をつけて一枚提出して  

ください。（記名ありの献立表）調理員との打合せ等もありますので、配布した２日後までに

提出のご協力をお願いします。 

アレルギーのお子様は個別で相談させていただいます。 

 また、離乳食のお子様は担当にご相談ください。 

●持ち物全てに記名を！● 
 子ども達の持ち物に記名がないと、

“迷子”になってしまいます。子ども達

が自分で片づけようとして、お友達の 

ロッカーに入れてしまう事もあります。

子ども達は保護者の方が用意してくだ

さった物が大好きです。なくなる前に、

一つひとつに大きく名前の記入をお願

いします。 

土曜日保育の申込について 

土曜日もお仕事があり、土曜日保育を申し込みされる方は毎月２０日が締切りとなってお

ります。不定期で利用される方は必要書類『土曜保育依頼書（不定期）』と『勤務の写し（利

用日が仕事である事が分かる書類）両親分』を締切り日までに必ずご提出ください。書類の

提出が確認でき次第保育申し込み完了となりますので、締切り日に間に合わない場合は必ず

申し出てください。定期で利用される方は申し込みの必要はありません。欠席等事前に  

決まっている場合はご連絡ください。宜しくお願いします。 

※勤務表の写しの提出が出来ない職場の方は園で作成しております『土曜勤務証明書[不定

期用]』にご記入の上、ご提出ください。 

●出席ブック預かり日について● 

月末に出席ブックを保育園でお

預かりし、月末処理を行って翌保育

日に返却しますので、ご確認を宜し

くお願いします。 

 

●避難訓練・引き渡し訓練について● 

 保育園では毎月年間の防災計画に基づいて、避難訓練を行っています。繰り返し行う事に 

よって子ども達も、避難訓練とはなにか、を少しずつ理解してくれているようです。 

 昨今、日本各地で地震等の様々な災害が起きており、いつ大災害が起きるかわかりません。 

そこでもしもの事態を想定し、９月１日の防災の日に地震の避難訓練で、お子様の引き渡し訓

練を実施いたします。保護者の方にも災害が起きた時のお子様の引き渡しの流れを知っていた

だくために訓練に参加頂きます様にご協力をお願いいたします。 

※詳細は、８月の園便りにてお知らせさせて頂くと共に引き渡しカード（訓練用）をお配りし

ますので、その日はお迎えの際にいつもより時間を要する事と訓練用引き渡しカードのご持参

を宜しくお願いします。 



  

●欠席について● 

 体調が優れない場合は無理をせず、ご家庭でゆっくり過ごし、体調を整えてから登園する  

ようにしましょう。 

・欠席が予めわかっている場合は、“はいチーズ！ノート”及び連絡ノートにて当日までにお知

らせください。 

・当日欠席の場合は、８時までに“はいチーズ！ノート”にて連絡をお願いします。 

（登降園時間は電話対応が困難である事が予想できますので、電話での連絡はお控えください。） 

 

 

●登園してはいけない主な病気● 

 伝染病、その他感染の恐れのある病気に、園児、またはその家族がかかった時は直ちに    

ご連絡ください。 

・登園する際には、『医師による意見書』または『保護者による意見書』を園長または主任保育士

に必ず提出してください。 

＊集団生活でかかりやすい流行性の病気については、主な保育所(園)感染症をご覧ください。 

●登降園及び「はいチーズ！ノート」について● 

☆登降園時、送迎の際には、必ず保護者用名札を首から下げてください☆ 

 

※保護者の皆様へ 

本日から“はいチーズ！ノート”の使用が開始になりました。先日お配りした使い方のプ

リントを参考にして頂き、分からない場合は職員に遠慮なくお声がけください。 

利用できない場合は、２階の玄関前のｉＰａｄにて登降園時間の入力をして頂きますの

で、分からない場合は職員にお声掛けください。 

※必ず、朝お家で検温の結果とお迎え時間・お迎え予定者の送信を済ませてからの登園を 

宜しくお願いします！ 

 

☆また、急に延長保育が必要になった場合は延長保育料金のご負担をお願いします。 

（月末に集計して、雑費袋にて徴収いたします)      

★標準時間認定の方は１８：００以降 

★短時間認定の方は９：００までと１７：００以降 



 

《６月》 

   ２１日（火）～２４日（金）  

個人懇談会 ※希望者のみ 

         ☆９：３０～１０：１０・１３：００～１５：２０の間で１人１０分程度 

 

《７月》 

２日（土）保育参観（全クラス） 

 

《９月》 

    １日（木）避難訓練＋引き渡し訓練 

 

１０日（土）ふれあいカーニバル（石橋文化幼稚園の園庭をお借りして） 

        ☆ＡＭ９：００～１１：００（予定） 

 

《１０月》 

   ８日（土）石橋文化幼稚園運動会(自由参加)  

プログラム７番・８番に参加できます！ 

 

《１２月》 

１０日（土）０歳児・１歳児 親子音楽参観（わくわく保育園） 

☆AM８：３０～１０：００（予定） 

 

２歳児 生活発表会（石橋文化幼稚園のお遊戯室をお借りして） 

        ☆１０：３０～１１：３０（予定） 

 

《２月》 

６日（月）～９日（木）  

個人懇談会 ※日程は変更の可能性があります 

☆９：３０～１０：１０・１３：００～１５：２０の間で１人１０分程度 

※０,１歳児は希望者のみ ２歳児は全員参加 

 

  １３日（月）～１８日（土）  

作品展示 ※各クラスに展示しております  

☆見学可能時間 １５：３０～１８：００  

   

《３月》 

２５日（土）卒園式 ※２歳児のみ  

☆10：００～１１：１０解散予定 

 

   ３０日（木）短縮保育１６時まで   新年度準備のため、保育時間短縮の 

   ３１日（金）短縮保育１６時まで   ご協力をお願いいたします。 

 

 ※土曜日に行事がある場合は、通常の土曜保育は行いません。 

事前に調整をお願いいたします。 

※日程変更があった場合は、園便りにてお知らせいたします。 


